
参議院議員

全国水土里ネット会長会議顧問

進藤　金日子

　新年明けましておめでとうございます。秋田県の皆様には、昨

年の「進藤金日子と農山漁村を考える会」等の政経セミナーへの

ご協力をはじめ、日頃から大変お世話になり、新年を迎えるに当

たり衷心より感謝申し上げます。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症に翻弄された一年でした。

昨年、新年を迎えた時には、まさかこのような事態に陥るとは誰

もが想像だにしていなかったと思います。まずは、このコロナ禍

を国民一体となって乗り越え、克服することが最重要課題です。

　さて、令和2年度第3次補正予算と令和3年度予算の政府案が閣

議決定されました。まずは、3か年緊急対策に引き続き「防災・

減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」が事業規模15兆円程度で実施されることになりました。土

地改良予算に関しては、令和3年度に執行可能な予算として全国各地域の要請に基づき、補正と当初を合

わせて6,300億円確保できました。令和2年度第3次補正予算は1,855億円であり、「総合的なＴＰＰ等関連

政策大綱」に基づく施策の実施関連で700億円、防災・減災、国土強靭化と災害復旧の推進関連で1,155億

円計上されています。また、令和3年度予算は4,445億円であり、食料安全保障の確立と国土保全等を図る

ことが明確化され、収益性・防災性の向上に資する農地の大区画化、水田の畑地化・汎用化、農業水利施

設の維持・保全等を実施する土地改良事業を重点的に推進することとしています。また、防災・減災、国

土強靭化の推進に関連して、激甚化する災害に備えるため、ため池や農業水利施設の整備を推進すること

としています。更にポストコロナを見据えた農村の定住条件を整備する農村整備事業も盛り込まれていま

す。これら予算案については、通常国会で審議されますが、まずは令和2年度第3次補正予算の早期成立に

向けて全力を尽くし、令和3年度予算の年度内成立に向けて努力して参る所存です。

　昨年は、宮崎雅夫参議院議員と連携して一定の成果を出すことが出来ました。「防災重点農業用ため池

に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」の議員立法による制定、自民党農村基盤整備議員連盟（二

階俊博会長）として「農業農村の振興を先導する土地改良」（全国事例集）の発刊できたこと、自民党女

性局機関誌の「りぶる」での土地改良特集の実施などが挙げられます。加えて、土地改良関係者をはじめ

多くの方々から様々なご意見をお聴きし、こうした声を国会質問に反映したり、自民党部会等で発言した

り、農水省に直接伝えることなどにより、課題解決の一助となった例も多くなってきました。引き続き緊

張感を持って農業・農村の振興に向け、しっかりと活動を進めて参る所存です。

　秋田県の皆様にとって本年が素晴らしい年でありますよう祈念いたしますとともに、更なるご指導とご

支援をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

新年のご挨拶

5



参議院議員

全国水土里ネット会長会議顧問

宮 崎　雅 夫

　明けましておめでとうございます。秋田の土地改良関係の皆さ

まに謹んで初春のお慶びを申し上げます。

　皆さま方には、平素より土地改良の推進、農業農村の活性化に

ご尽力いただいておりますことに敬意を表しますとともに、私の

国政活動にご支援を賜り心より感謝申し上げます。また、昨年は

全国的に新型コロナウィルス感染症や豪雨災害など、例年にも増

して厳しい状況に見舞われ、影響や被害等に遭われた方々に衷心

よりお見舞い申し上げ、速やかな復旧に向け私も最大限の努力を

してまいる所存です。

　さて、昨年の通常国会では、近年の頻発化、激甚化する自然災

害対策への全国各地からのご要望を踏まえ、進藤金日子参議院議員と取り組んだ議員立法「防災重点農業

用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」の成立により新たな法的枠組みをつくることがで

きました。これを受けて11月には農林水産大臣、総務大臣、防災担当大臣による三大臣会合が持たれ、地

方財政措置の拡充など事業推進に向けた対応が進められています。

　また、皆さま方のご関心も高い、防災・減災、国土強靭化対策については、現行の3カ年緊急対策に続

き令和7年度までの5カ年加速化対策として、激甚化する風水害等対策、予防保全に向けた老朽化対策、国

土強靱化対策のデジタル化など、取組のさらなる加速化、深化を図ることとしており、防災重点農業用た

め池、農業水利施設等の老朽化対策や予防保全が加速化されることとなります。

　農業農村整備関係予算については、皆さま方のご尽力を賜りながら、総額6,300億円（当初4,445億円、

補正：国土強靭化加速化対策1,155億円、ＴＰＰ対策700億円）を確保することができました。1月開会の通

常国会では、これら予算ならびに関連法案の早期成立に向け、引き続き努力して参る所存です。

　また、コロナ禍の中で生まれつつある都市から農村への人の流れをとらえ、農村インフラの持続性確保

や情報通信環境整備などにもしっかりと取り組んでいかなければなりません。さらに、多くの食料を海外

に依存している我が国にとって食料安全保障は重要な課題であり、食料自給率向上に向けた取組と併せ生

産性の高い農地や農業水利施設を秋田の未来を担う次の世代にしっかりと引き継いでいかなければなりま

せん。これからも進藤議員とともに、農業農村を守り発展させていくため、土地改良の計画的な推進と必

要な予算の安定的確保に向け、皆さま方からご指導をいただきながら努力してまいります。

　結びに、秋田県の皆さまのご健勝とご多幸を祈念するとともに、本年も変わらぬご支援を賜りますよう

お願い申し上げ新年の挨拶といたします。

新年ご挨拶
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農林水産省野上大臣への
要請活動

　11月20日（金）砂防会館別館「シェーンバッハ・サボー」で、令和3年度当初
予算の確保に向けた「農業農村整備の集い」が開催され、全国から関係者約
500名が参加した。
　始めに二階俊博全土連会長から「令和2年7月豪雨や台風による暴風雨によ
り、今年も全国で多くの被害が発生した。お亡くなりになられた方々のご冥福を
心からお祈り申し上げるとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ
ます。さて、平成30年に中国四国地方を中心に甚大な被害が発生し、全国のた
め池の関係者から、ため池の防災工事推進のため、財政的・技術的支援を求
める声が高まったことから、本年、ため池に関する特別措置法が議員立法とし

て成立した。中でも進藤・宮崎両参議院議員が中心となり、ここにいる皆さんが一丸となって、全力で対応した結果
である。
　皆様ご存じのとおり、全土連会長に就任して以来、『闘う土地改良』を掲げてきたが、その結果、今年度は補正予
算など含め6,515億円の予算を確保することができた。これもひとえに土地改良
の推進に全力を尽くした皆様方のご協力のたまものである。新型コロナウイルス
感染症が未だ大きな脅威となっている中で、これまで培ってきた技術や経験を
最大限に発揮し、農家の方々に期待を持って働けるような環境をつくるため、一
致団結して闘っていかなければならない」と挨拶を述べた。
　また、野上浩太郎農林水産大臣からの力強いご祝辞をいただくとともに、多く
の国会議員の皆様に駆け付けていただいた。
　その後、要請文提案と採択が行われ、ガンバロウ三唱で閉会し、ブロック別
に関係省庁への要請活動が行われた。

一　農林水産業は国の基であり、土地改良はその根幹を成すもの
である。土地改良事業の計画的・安定的な推進のため、令和三
年度当初予算について、現場のニーズに応えられるよう、必要
な予算を確保すること。また、令和二年度補正予算について
も、十分な予算措置を講じること。

二　大規模災害からの復旧・復興を早急に進めること。その際、
原形復旧に止まらず、再度災害防止の措置を講じること。

三　農業の競争力強化のため、高収益作物の導入、農地集積・集
約化を促す農地の大区画化・汎用化と水田の畑地化を一層推進
すること。

四　農村地域の国土強靭化のため、老朽化した農業水利施設の長
寿命化、豪雨・耐震化対策等を一層推進すること。
　　特に、令和三年度以降の国土強靭化対策については、これま
での三か年緊急対策の内容の拡充を図り、中長期的かつ明確な
見通しのもと、令和三年度からの五か年の計画とし、別枠で大
幅な当初予算規模の拡充を図ること。

五　改正土地改良法の適切な運用を図るため、その普及啓発に努
めること。また、複式簿記の導入など土地改良区の運営基盤の
強化に対する支援を、土地改良区の声に真摯に耳を傾けて推進
すること。

六　豪雨災害の頻発・激甚化、農業用ダムの洪水調節機能の強
化、農業構造や営農形態の変化に適切に対応できるよう、農業
水利施設の維持管理に関する支援を強化すること。

七　「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」及び「防災重
点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」に

記
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農業農村整備の集い
～農を守り、地方を創る予算の確保に向けて～

ガンバロウ三唱

会場の様子

農林水産省葉梨副大臣への
要請活動

基づき、技術的、財政的支援とともに十分な地方財政措置を講
じ、農業用ため池の防災対策をソフト・ハード両面にわたって
強力に推進すること。

八　ため池の決壊や排水施設の溢水等により、住民の生命・財産
への被害が生じていることに鑑み、令和二年度に創設された緊
急浚渫推進事業の対象に防災重点農業用ため池や基幹的な農業
水利施設を追加すること。

九　農業用ダムの洪水調節機能の強化に当たっては、ダム管理者
及び関係利水者の過度な負担とならない取組とするとともに、
必要な支援措置を講じること。

十　多面的機能支払制度による農地や水路、農道等の共同活動等
を推進するため、十分な予算の確保とともに運営体制の強化を
図ること。また、取組を一層発展されるため、水土里ネットが
有する技術、経験など持てる能力を十分活用できる支援措置を
講じること。

十一　少子高齢化・人口減少により集落の衰退が現実のものとな
りつつあり、また、生活インフラは老朽化し自然災害にも脆弱
な状況にある。一方で、新型コロナウイルス感染症の教訓によ
り、農村居住やリモートワーク、農泊といった農村の価値が改
めて高く評価されている。
　　これらを踏まえ、農村における生活環境の維持・向上を図る
とともに、都市・農村の交流・関係人口の増大を図るため、集
落排水施設、農道・集落道や情報通信環境といった農村インフ
ラの整備・統廃合や長寿命化・強靭化を推進すること。

十二　新型コロナウイルス感染症が再拡大するリスクに備えて、
必要に応じ、農業水利施設の維持管理に関するセーフティー
ネットを構築すること。 7



○農業農村整備予
算は4,445億円
を計上。令和2
年度補正予算と
合わせて6,300
億円となる。

○平成22年度大
幅削減となった
農業農村整備予
算が削減前の平
成21年度当初予
算を大幅に超え
る額となった。

　令和３年度農林水産予算について、12月21日に下記の内容が閣議決定された。

単位：億円
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農業農村整備事業関係予算（当初及び補正）の推移

概 算 決 定 の 概 要

＜注目事項＞

（注）１．計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。
　　　２．下段（　　）書きは、令和2年度予算額との比率である。

区　　　分

農業農村整備事業（公共）

農地耕作条件改善事業

農業水路等長寿命化・防災減災事業

農山漁村地域整備交付金（公共）（農業農村整備分）

農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）

農山漁村振興交付金（最適土地利用対策）

「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく施策の実施

防災・減災、国土強靱化の推進
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概算決定額

Ａ
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B

合　計
Ａ＋Ｂ
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【参考】

（単位：億円）

2年度
予算額
　Ａ’

元年度
補正額
　Ｂ’

計

946

：補正（TPP） ：当初：補正（防災・減災、国土強靭化等） ：当初（臨時・特別の措置）

TPP対策
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国土強靭化
5か年対策
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令和3年度農業農村整備事業関係予算
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